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１

届出について

Ｑ１：地区計画 の届出が必要な行為には どのようなものがありま すか。
地区整 備計画 が定 めら れて いる区 域にお いて 、下 記の 行為を 行う場 合は 届出 が必 要にな ります 。
行為の 種類
土地の 区画形 質の 変更
（※開発行為の許可申請を行うも
のは届 出不要 です 。）

内

容

・「 開 発 行 為 の 手 引 き 」（ 建 築 都 市 局 開 発 指 導 課 ） で 定 め る 区 画
形質の 変更に 準じ ます

建築物 の建築 又は 工作 物の 建設

・建築 物の新 築、 増築 、改 築、移 転
・垣又 はさく 、擁 壁、 広告 物など の工作 物の 建設
（※建築確認申請が不要な行為でも、地区計画では届出が必要
となる 場合が あり ます 。詳 細は、 お問い 合わ せく ださ い。）

建築物 等の用 途の 変更

・住宅を事務所にするなど、建築物等の用途の変更（用途変更
後の建築物等が地区計画において定められた用途の制限又は
用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなる
場合に 限る 。）

建築物 等の形 態又 は意 匠の 変更

・建築 物、工 作物 の色 彩の 変更
・広告 物の取 り替 え

木竹の 伐採

・樹林地、草地等の保全に関する制限が定められている土地の
区域内 におけ る木 竹の 伐採

参考： 都市計 画法 第５ ８条 の２及 び都市 計画 法施 行令 第３８ 条の４

Ｑ２：地区計画 の届出に必要な書類はど のようなものですか。
北九州 市ホー ムペ ージ の地 区計画 の届出 書の 様式 及び 地区一 覧に「 届出 に必 要な 図書（ 別紙 ）」 を載
せてい ますの でご 覧く ださ い。な お、届 出を 代理 者が 行う場 合の委 任状 は必 要あ りませ ん。
参考： 都市計 画法 施行 規則 第４３ 条の９

Ｑ３：地区計画 の届出はいつ行えば良い ですか。また、計画を変 更する場合には、再度届 出が必要
ですか。
地区計 画が定 めら れて いる 区域内 で届出 が必 要な 行為 を行う 場合は 、当 該行 為に 着手す る３０ 日前 ま
でに届 出が必 要で す。
また、 適合通 知書 が発 行さ れた後 に計画 を変 更す る場 合は、 変更部 分の 行為 に着 手する ３０日 前ま で
に変更 の届出 が必 要で す。
参考： 都市計 画法 第５ ８条 の 2
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Ｑ４：地区計画 の届出が不要となる行為 はありますか。
以下の 行為に つい ては 届出 が不要 となり ます が、 詳細 は都市 計画課 まで お問 い合 わせく ださい 。
①通常 の管理 行為 、軽 易な 行為そ の他の 行為 で都 市計 画法施 行令第 ３８ 号の ５で 定める もの
（仮設（ 設置 期間お おむ ね １年以 内。）のも のの 建築・建設、小 規模 屋外広 告物（ 表示面 積が１ ㎡
以下、 かつ、 高さ が３ ｍ以 下であ るもの ）又 は掲 出の ために 必要な 工作 物の 建設 、水道 管に類 す
る地下 に設け る工 作物 の建 設及び 農林漁 業に 必要 な建 築物等 の建築 ・建 設な どの 行為が 該当し ま
す。）
②非常 災害の ため 必要 な応 急措置 として 行う 行為
③国又 は地方 公共 団体 が行 う行為
④都市 計画事 業の 施行 とし て行う 行為又 はこ れに 準ず る都市 計画法 施行 令第 ３８ 条の６ で定め る
もの
⑤開発 行為の 許可 を要 する 行為そ の他公 益上 必要 な事 業の実 施に係 る行 為
参考：都 市計 画法５ ８条 の ２、都市 計画 法施行 令第 ３ ８条の ５から 第３ ８条 の７ まで及 び都市 計画 法施
行規則 第４３ 条の ７

Ｑ５：届出をし てから適合通知書が発行 されるまでどれくらいの 期間がかかりますか。
通常１ 週間程 度で 発行 しま すが、決 裁の 状況や 書類 の 不備等 があっ た場 合に は発 行日が 前後す るこ と
があり ます。 建築 確認 申請 等の提 出スケ ジュ ール を加 味して 、余裕 をも った ご提 出をお 願いし ます 。

Ｑ６：届出は郵 送でも可能ですか。また 、適合通知書を郵送して いただけますか。
郵送で の届出 の受 付可 能で す。
また、適 合通 知書 につい て も郵送 可能で す。届出時 に 切手を 貼り付 けた 返送 用封 筒等を 同封い ただ く
か、ご持 参くだ さい 。ただ し、審査 時に書 類不 備等が ある場 合は 、書 類を 郵送し ていた だき 、こ ちら が
確認で きてか らの 発送 とな ります 。（ メー ル、FAX は 不可）

２

審査について

①敷地が地区計 画区域の内外にまたがる 場合
Ｑ７：建築物等 の用途と最低敷地面積の 制限は適用されますか。
敷地が 地区計 画区 域の 内外 にまた がる場 合に おい て、敷地の 過半が 地区 計画 区域 に属す るとき はこ れ
らの制 限が適 用さ れ、敷地 の過半 が地区 計画 区域 の外 に属す るとき は 、これ らの 制限は 適用さ れま せん 。
なお、 区域の 線引 きは 行っ ていま せん。

参考： 条例第 １１ 条第 １項

2

Ｑ８：建ぺい率 、容積率、高さ、外壁後 退の制限はどのようにな りますか。
建ぺい 率、容 積率に つい て は、面積 按分 で敷地 全体 の 数値を 算出し ます。計算 例 は下記 のとお りで す。
また 、高さ や外 壁後退 の制 限につ いては 、それぞ れの 地区の 制限が 適用 され ます ので 、B 地区 内の敷 地
は高さ が１０ ｍ、 外壁 後退 が１ｍ の制限 があ りま す。

参考： 条例第 １１ 条第 2 項

②建築物等の用 途制限
Ｑ９：建築物の 用途の判断は都市計画課 で行っていますか。
用途の 判断に つい ては 、建 築基準 法に準 じ て お り 、 原 則 、 都 市 計 画 課 独 自 で 判 断 は 行 っ て い ま せ ん 。
用途の 判別が 難し い場 合は 、都市 計画課 、建築 審査 課 、指定 確認検 査機 関で事 前 に確認 し、地 区計 画の
届出を 行って くだ さい 。

Ｑ１０：北九州 学術研究都市南部・北部 地区の用途の制限に記載 されている『学生』の定 義とは。
学生の 定義は 、大学 、短 期 大学 、高等 専門 学校 に通学 してい る者と なり ます 。小 学生 、中学 生 、高
校生な どにつ いて は、 児童 や生徒 などと なり ます ので 、学生 には該 当し ませ ん。

Ｑ１１：建築物 等の用途の制限で特定の 者の居住の用に供するも のに限る地区での届出の 場合、ど
のように記載し たら良いですか。
下記の 例を参 考に して 、届 出書の 用途の 欄に 記入 して くださ い。別 途、 添付 資料 等は不 要です 。
（例）
・共同 住宅（ 学生 の居 住の 用に供 するも の）
・共同 住宅（ ○○ 地区 内に 従事す る者の 用に 供す るも の）

Ｑ１２：工場（ 物流センター）の用途で 届出をする場合、詳しい 図面等は必要ですか。
物流セ ンター や物 流拠 点施 設は、 建物の 機能 や形 態に よって 用途の 判断 が異 なる 場合 が あ る た め 、
届出の 際は、 平面 図に 具体 的な作 業内容 など を明 確に 記載し てくだ さい 。
参考： 工場の 解釈 （昭 和 14 年 6 月 29 日 例規 ）、 都 市計画 法及び 建築 基準 法の 一部を 改正す る法 律
等の施 行につ いて （平 成 5 年 6 月 25 日 住指発 第 225 号、住 街発 第 94 号）

3

③容積率及び建 ぺい率の最高限度
Ｑ１３：建ぺい 率の制限がある場合、角 地緩和は適用されますか 。
適用さ れます 。緩 和の 内容 につい ては建 築基 準法 に準 ずるた め、個 別に 都市 計画 課、 建 築 審 査 課 、
指定確 認検査 機関 で確 認を お願い します 。
参考： 条例第 ６条 第２ 項

④敷地面積の最 低限度
Ｑ１４：土地の 面積が、地区整備計画で 定められている最低敷地 面積を下回っているので すが、建
築は可能でしょ うか。
以下の 条件に 該当 して いる 場合は 、建築 可能 です 。
①地区 整備計 画決 定後 に敷 地分割 等を行 って いな い
②区画 整理事 業等 の公 的整 備によ って区 画を 分割 され た
上記に 該当す る場 合は 、適 用除外 報告書 や必 要な 添付 図書な どをお 伝え いた しま すので 、都 市計 画
課にご 相談く ださ い。
また 、地区 計画 の届出 の前 に適用 除外の 報告 を行 って いただ き、1 週間 前後 で適 用除外 通知書 を発
行いた します ので 、通 知書 を受け 取った 後、 写し を添 付して 地区計 画の 届出 を行 ってく ださい 。
参考： 条例 第 7 条 第 2 項

⑤壁面の位置の 制限
Ｑ１５：境界線 と壁面の距離は、どのよ うに測れば良いですか。
壁面の 位置の 制限 が定 めら れてい る地区 につ いて は、建築物 等の外 壁の 面又 はこ れに代 わる柱 の面
から敷 地境界 まで の最 短距 離が「有 効寸 法」と なり ま す。外壁 又は これに 代わ る 柱の中 心から の距 離
ではあ りませ ん。
※下記 の例を 参照 して 記載 してく ださい 。

Ｑ１６：バルコ ニー等は外壁後退の対象 になりますか。
建築面 積又は 延べ 床面 積へ 算入さ れるも のに つい ては 原則、対象 とな ります 。一 部のみ 算入さ れる
場合は 、算入 部分 の先 端か ら境界 線まで の距 離を 有効 距離と します 。
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⑦建築物等の形 態又は意匠の制限
・建築物等の色 彩について
Ｑ１７：周辺の 環境と調和した落ち着き のある色彩とはどのよう なものですか。
あまり 派手な もの にな らず 、周辺 の住環 境と 同じ よう な色彩 になる よう に努 めて くだ さ い 。 な お 、
外壁に ついて は、 北九 州市 景観計 画に準 じて 暖色 系（ R、YR、Y） は彩 度６以 下 、寒色 系（ R、 YR、
Y 以外 ）は 彩度３ 以下 とし ます（ 色相、明度、彩度 な どが定 められ てい る地 区は 除く 。）。また 、屋根
につい ても 、「 周辺の 環境 と 調和し た落ち 着き のあ る色 彩」を 考慮し 、暖 色系 （R、YR、 Y）は 彩度
6 以下 、寒色 系（R、YR、Y 以外 ）は 彩度 ３以 下にな るよう 努めて くだ さい 。こ れらの 色彩を 確認 す
るため、届出 の際は 立面 図 にマン セル値 の記 入か、使 用する 材料が 決ま って いる 場合は、カタ ログな
どのカ ラーコ ピー の添 付の いずれ かをお 願い しま す。
参考： 北九州 市景 観計 画

Ｑ１８：届出時 点では詳細な色彩が確定 していませんが、届出は 可能でしょうか。
可能で す（ 色相 、明度 、彩 度など が定め られ てい る地 区は除 く。）。な お 、未確 定 の場合 は、立面 図
などに『建 築物の 外壁 又は これに 代わる 柱及 び屋 根の 色彩は 、地 区の環 境に 調和 した落 ち着い たも の
とし、 色彩が 決定 しだ い報 告しま す。』な どの記 載を お 願いし ます。 また 、色 彩が 決定し た場合 は、
色彩計 画が分 かる 資料 を持 参して くださ い。その際 、適 合通知 書の番 号及 び届 出者 をお伝 えくだ さい 。

Ｑ１９：アクセ ントカラーはどのくらい 使用できますか。
下記の とおり 、各 面の 見付 面積の １０分 の 1 未満 の範 囲内で アクセ ント カラ ー（ 暖色系（R、YR、
Y）は 彩度６ 、寒 色系（ R、 YR、 Y 以外 ）は 彩度３ を超 え た 色 ） を 使 用 す る こ と が で き ま す （ 色 相 、
明度、 彩度な どが 定め られ ている 地区は 除く 。）。
※計算 等ご不 明な 点が ござ いまし たら、 都市 計画 課ま でお問 い合わ せく ださ い。

参考： 北九州 市景 観計 画
○ キャノピーの場合の見付け面積の取り方
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・広告物、看板 について
Ｑ２０：自己の 用に供する広告物、看板 とはどのようなものです か。
広告物 が設置 され る敷 地内 にある 建築物 等の 宣伝 を行 うもの。貸し 看板（ 例：当 該敷地 以外の 病院
などの 宣伝） は該 当し ませ ん。

⑧垣又はさくの 構造の制限
Ｑ２１：垣又は さくの制限の対象となる 範囲はどこまでですか。
道路及 び隣地 境界 線（ 地区 の制限 による ）か ら２ ｍの 範囲が 制限の 対象 とな りま す。

※境界 から２ ｍを 超え た部 分につ いては 、垣 又は さく の制限 の対象 外で す。

Ｑ２２：土留め や擁壁は、垣又はさくの 制限の対象となりますか 。
下図の ように 、宅内 地盤 面 より下 の部分（土留 めや 擁 壁）につ いて は、垣又 はさ くの制 限の対 象外
となり ます。 また 、宅 内地 盤面よ り上の 部分 につ いて は、垣 又はさ くの 制限 の対 象とな り ま す の で 、
制限に あった もの とし てく ださい 。

※上記 の例に よら ない もの につい ては、 都市 計画 課ま で事前 にご相 談く ださ い。

Ｑ２３：「最低 限の目隠し等を除く」と 記載された地区での対象 箇所はどこになりますか 。
室外機 やゴミ 置き 場な どを 覆い隠 すため の景 観上 のフ ェンス などと なり ます が、地区に よって 目隠
しを設 置する 目的 が違 いま すので 、個別 にご 相談 くだ さい。
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Ｑ２４：透視可 能なネットフェンス等と はどのようなものですか 。
原則と して、 閉鎖 が少 ない ネット フェン ス、 メッ シュ フェン スのこ とを いい ます 。
ただし 、ネ ット フェン ス以 外のフ ェンス を計 画さ れて いる場 合は 、フ ェンス 及び その基 礎の開 口率
が５０ ％以上 のも のと しま す。開 口率の 算出 方法 は下 記を参 考にし てく ださ い。
※ご不 明な点 がご ざい まし たら、 都市計 画課 まで ご相 談くだ さい。
①

ネ ットフ ェン ス以 外の フェン ス
フェン スの開 口率 ＝ 開 口 部面積 ／フェ ンス の見 付面 積×１０ ０ ＝ ５０ ％以上

②

す りガラ ス等 のフ ェン ス
すりガ ラス等 で可 視光 線透 過率が ５０％ 以上 のも のは 、開口 部とみ なし ます 。
フェン スの開 口率 ＝ （ す りガラ ス等の 面積 ＋開 口部 面積） ／フェ ンス の見 付面 積×１０ ０
＝ ５ ０％ 以上

【参考 】
下図の ように 、フェン スの 上部（目線 の高 さ）を閉鎖 的にし 、下 部を 開放す るこ とでフ ェンス の
開口率 を５０ ％以 上確 保し 、生垣 を開 放部分 に設 け、比 較的閉 鎖性の ある 目隠 しを 設置す る場合 は 、
受け付 けるこ とも あり ます 。
この よう な事 例につ いては 、都 市計 画課 まで事 前にご 相談 くだ さい 。
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Ｑ２５：門柱、 門扉、門袖は垣又はさく の制限の範囲内で設置可 能でしょうか。
表札や 郵便受 けを 取り 付け るため のもの で、 小規 模な ものに ついて は許 容し てい ます。
門柱、門袖は 下図 のと おり、幅が合 計２．０ｍ まで 、高さ が宅内 地盤面 から １．５ｍ までと します 。

※門扉 につい ては 、垣 又は さくの 制限の 対象 外で すが 、高さ を抑え 、透 過性 のあ るもの と す る な ど 、
景観へ の配慮 をお 願い しま す。
※上記 の事例 によ らな いも のにつ いては 、都 市計 画課 まで事 前にご 相談 くだ さい 。

Ｑ２６：垣又は さくの設置が義務づけら れている地区で、垣又は さくが設置できない場合 、どのよ
うな資料が必要 ですか。
垣又は さくの 設置 が義 務づ けられ ている 地区 で、保安 上又は 管理上 等の 理由 によ り垣又 はさく を設
けるこ とがで きな い場 合は 、外 構平面 図の 該当箇 所に 設ける ことが でき ない 理由 を記入 してく ださ い。
下記は 記入例 です 。
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⑨建築物の緑化 率の最低限度
Ｑ２７：緑化面 積はどのように計算すれ ば良いですか。
緑化面 積は、都市 緑地法 施 行規則 に準じ て計 算し てく ださい。下図 は緑 地面積 算 入の例 です。緑化
面積が 敷地外 に出 てい たり 、建物 や植 栽同士 が重 なっ ていた りする 部分 につ いて は、計 算か ら除外 し
ます。 また、 芝生 や地 被類 につい ては実 面積 で算 出し ます。

参考： 都市緑 地法 施行 規則 第 9 条

３

その他

Ｑ２８：建築物 等の用途の判断の相談時 に、資料等は必要ですか 。
必要で す。抽 象的 なもの や 具体的 な図面 等が 無い もの につい ては、判断 できま せ んので、具体 的な
規模や 使用方 法、 図面 等の 資料を 持参の うえ 、ご 相談 くださ い。

Ｑ２９：地区整 備計画に適合しなかった 場合、罰則はありますか 。
地区整 備計画 に適 合し なか った場 合は 、地 区整備 計画 に適合 してい ただ ける よう に指導・勧 告を 行
ってい ます 。それ でも 改善 されな かった 場合 には「北 九州市 地区計 画の 区域 内に おける 建築物 の制 限
に関す る条例 」により 、５ ０万円 以下の 罰金 が科 せら れます 。ま た、届出 を怠っ たり 、虚偽 の届 出を
した場 合も「 都市 計画 法」 により 、２０ 万円 以下 の罰 金が科 せられ ます 。
参考：北九 州市地 区計 画の 区域内 におけ る建 築物 の制 限に関 する条 例第 １５ 条、都市計 画法第 ９３ 条
第１号
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